
ブルーブティックワインクラブ会員規約  
 
 
株式会社ブルーベル（以下「弊社」といいます。）が運営するショッピングサイト「ブルーブティックワ

イン」（以下「本サイト」といいます。）のブルーブティックワインクラブ会員（以下「クラブ会員」と

いいます。）利用について、以下のとおり本規約を定めます。  
 

第１条	 本規約の範囲   
本規約は本サイトが提供するクラブ会員サービスについて規定したものです。  

 
第２条	 クラブ会員   
１．本規約を承認の上、規定の入会手続きを完了後、弊社で承認した方を「クラブ会員」とします。  

クラブ会員は20歳以上の方のみ入会可とします。 
２．弊社がクラブ会員として承認することを不適当と判断した場合、入会を承認しない場合があります。  
３．「１会員」に対し１件のみ会員登録ができるものとします。  
４．毎月20日までに上記1.の手続きが終了した方をクラブ会員とし、翌月（夏季月頒布休止期間（6−9月） 
	 	 に当たる場合は10月）より第４条頒布の対象とします。 
５．クラブ会員は限定人数制となっておりますので、お申込み時に満員に達している場合はご入会をお待 
	 	 ちいただくか、お断りする場合がございます。 
 
第３条	 入会金、年会費及び月会費  
クラブ会員は下記要領にて弊社の請求に従い指定する銀行口座に以下を支払うものとします。 
尚、振込手数料はクラブ会員にてご負担をお願いいたします。 
 
入会金：	 5,000円（消費税別途） 入会時お振込 
年会費：  3,000円（消費税別途） 毎年3月末までに翌期（4−3月分）分お振込	 期中入会の場合は月割 
月会費： 10,000円（消費税別途） 毎月10日までに当月分をお振込 
                               （但し、夏季月頒布休止期間（6−9月）を除く） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 *半年分（月頒布会4回分）一括お支払いの場合、3% 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  年間分（月頒布会8回分）一括お支払いの場合、5%を合計金額より 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  差し引きます 
 
第４条	 月頒布会の実施  
弊社はクラブ会員を対象として、月１回、年８回（夏季月頒布休止期間（6−9月）を除く）の頒布会を行
います。 
1) お届け先：	 頒布のお届け先は日本国内に限ります。 
2) 配送料：	 	 無料とします（11−3月を除きクール便を使用します）。 
3) 配送梱包：	 商品の安全な輸送を第一に考え、ヤマト宅急便が開発したワイン対応ボトルボックスを 

	 	 	 	 	 	 使用します。 
4) お届け日：	 毎月25日前後	 毎月20日までにメールにてご案内します。 
5) キャンセル：不可とします。 
6) 返品・交換：＜抜栓前＞ 
	 	 	 	 	 	 	 	 輸送時の破損・出荷時よりの不良品の場合は商品到着後７日以内に限り同一商品と交換 
	 	 	 	 	 	 	 	 させていただきます（返送料は弊社負担）。尚、同一商品が在庫に無い場合はご返金と 
	 	 	 	 	 	 	 	 させていただきます。商品到着後7日を経過した場合の交換・返金・返品につきましては、 
	 	 	 	 	 	 	 	 応じかねますことご了承下さい。 
                ＜抜栓後＞ 

 抜栓後の返金・返品につきましては、商品の性格上、弊社から商品発送時の品質不良が 
                確認できる場合を除き、交換・返品はご容赦いただいております。 
7)  保証：	 	 	 前項で述べた場合を除き、弊社は販売した商品の欠陥等について、一切の保証をいたし 
	 	 	 	 	 	 	   ません。  
8)  その他の注意事項：  
                a) お届けする商品の一部が、メーカーによる仕様変更等により、本サイト上でご案内し 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  ている商品外観と若干異なる場合がございます。  
	               b) 本サイト上に掲載されている商品写真は実物を撮影したものですが、モニターを通し 
	 	 	 	 	 	 	 	 	  てご覧になった場合、色調が実物を直接ご覧になった場合と異なることがございます。 



	 	 	 	 	 	 	 	 	  またヴィンテージの異なる写真がございますことご了承ください。 	 	 	 	 	 	  
 
第５条	 クラブ会員の登録情報   
１．クラブ会員登録情報は、弊社が所有するものとし、個人が特定できる情報（氏名・住所・電話番号・ 
メールアドレス）については、本サービス提供に必要な範囲内での委託先への預託の他、クラブ会員

本人による開示の承諾があるものを除き、原則として、社外への提供は行わないこととします。  
２．前項にかかわらず、以下の場合については、当該クラブ会員の同意なく会員登録情報の一部（氏名・ 
	 	 住所）を開示することがあります。  

(1) 弊社及び他のクラブ会員もしくは第三者に不利益を及ぼすと判断した場合 
(2) 警察、裁判所、検察庁、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、

登録情報の開示を求められた場合において、弊社がこれに応じることを決定した場合 
(3) その他弊社が開示を相当であると判断した場合	 	 	  
３．弊社は、入会の際にクラブ会員の申告する登録情報のすべての項目に関していかなる虚偽の申告も認 
	 	 めないものとします。  
４．クラブ会員の登録情報に変更が生じた場合、クラブ会員は速やかに所定の手続き行うものとします。  

 
第６条	 私的利用の範囲外の利用禁止   
クラブ会員は、弊社が承認した場合を除き、弊社を通じて入手したいかなる情報も複製、販売、出版その

他私的利用の範囲を超えて使用をすることができないものとします。  
 

第７条	 クラブ会員の禁止事項   
弊社は、クラブ会員の以下に該当する、またはその恐れのある行為は禁止します。  

(1) 法令等に違反する行為  
(2) 弊社及び他のクラブ会員もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 
(3) 弊社及び他のクラブ会員もしくは第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為 
(4) 弊社及び他のクラブ会員もしくは第三者に不利益を与える行為 
(5) 弊社及び他のクラブ会員もしくは第三者を誹謗、中傷する行為 
(6) 弊社の本サイト等の運営を妨害、或いは弊社の信頼を毀損するような行為 
(7) 有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為 
(8) その他弊社が当該会員の行為として不適切であると認めた行為 

 
第８条	 クラブ会員資格の消滅   
１．以下の項目に該当する場合、弊社は、当該クラブ会員への事前通知、または当該会員の承諾なしにク 
	 	 ラブ会員資格を消滅させることができるものとします。  

(1) 第７条に定める禁止事項その他本規約のいずれかの条項に違反した場合  
(2) 入会時及びその後のアンケートによるクラブ会員の申告情報が虚偽の申告と弊社が認めた場合 
(3) その他弊社が不適切と判断した行為があった場合 

２．前項による資格消滅の場合、そのクラブ会員が弊社に対して保有するすべての権利は消滅するものと

します。  
 

第９条	 退会   
クラブ会員が本クラブから退会する場合は、前月の20日までに弊社に届出るものとし、弊社での退会手続
き終了後退会となります。前月の20日以降にご退会手続きされる場合は、当該月の月会費は発生いたしま
す（例えば、3月25日に退会届をご提出の場合は、４月分の会費をお支払いただき、４月分まで第４条の月
頒布の対象となります。）のでご注意ください。尚、入会月より3ヶ月間（夏季月頒布休止期間（6−9月）
を含まない）は退会できません。退会によりクラブ会員資格は消滅します。 
 
第１０条	 規約の変更   
弊社は、クラブ会員への事前通知、またはクラブ会員の承諾なしに本規約を随時変更することができるも

のとします。変更の内容については、本サイト上に１ヶ月表示した時点で、全てのクラブ会員が了承した

ものとみなします。但し、第三者に不利益を及ぼす恐れのある場合等不測の事態が予想される場合は、上

記期間を待たずに規約変更が実施されるものとします。  
 

第１１条	 サービスの中断、停止   
１．弊社は、以下に該当する場合、クラブ会員への事前通知、またはクラブ会員の承諾なしに、弊社のサ

ービス内容の一部または、全部を停止または中断する場合があります。  
(1) 本サイトの定期保守、更新ならびに緊急事態発生の場合  



(2) 火災、停電、天災等の不可抗力その他不測の事態により、本サイト運営継続が困難になった場合 
２．上記事態などに伴い、クラブ会員に不利益、損害が生じた場合であっても、弊社は、その責任を負わ 
ないものとします。  

 
第１２条	 サービス内容の変更、中止   
１．弊社は、クラブ会員への事前通知、またはクラブ会員の承諾なしに本サイトのサービス内容を変更、 
または中止する場合があります。  

２．前項に基づくサービス内容の変更・中止により、クラブ会員に不利益、損害が生じた場合、弊社は、 
その責任を負わないものとします。  

 
第１３条	 免責   
１．弊社は、理由の如何を問わず本サイトのサービス提供が遅延し、又は中断したことに起因して会員又 
は第三者が被った被害について、一切の責任を負わないものとします。  

２．弊社は、本サイトのサービスの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について 
	 	 一切の責任を負わないものとします。  
３．弊社は、本サイトのサービスの利用を通じて得た情報等に起因して損害が生じた場合、一切の責任を 

負わないものとします。  
４．本サイトを通じて提供される情報・サービスに関し、クラブ会員と他のクラブ会員あるいは第三者と

の間に紛争が生じた場合、クラブ会員は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、弊社

に損害を与えないものとします。  
 
第１４条	 合意管轄   
本サイトに関して、弊社とクラブ会員との間に訴訟の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合 
意管轄裁判所とします。  

 
第１５条	 準拠法   
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。  

 
 
以上  
 
2016年4月5日制定	 	 
 


